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1. 内服薬の適正使用

鹿屋医療センター　大久保　晃樹

Q：トラマール OD 錠使用に伴う便秘を呈する高マグネシウム血症患者に酸
化マグネシウム製剤は使用できない。スインプロイク錠の投与は可能
か。  
 （院内医師）

A：適応症上併用は可能である。
ただし、スインプロイク錠の臨床試験時にはトラマール錠服用患者は対象患者から除外さ
れているため、有効性などに関するデータはない。
なお、トラマール錠にはオピオイド作用以外にノルアドレナリン・セロトニン再取り込み
阻害作用もある。スインプロイク錠の作用は前者のみのため、便秘の原因に後者が混在し
ていた場合、効果が部分的になる可能性がある。

参考文献：添付文書
 （塩野義製薬　医薬情報センターより回答）

鹿屋医療センター　大久保　晃樹

Q：入院中の小児に対しアジスロマイシンを経口投与したい。院内に小児用
細粒の採用がないためジスロマック錠250mg を粉砕し投与してよいか。 
 （院内医師）

A：粉砕後の安定性30日後の外観・成分残存率は問題なし。
体内動態試験が行われていないため不明。
ジスロマック錠はフィルムコーティング錠であるが、苦みマスク目的であり、徐放性など
を持たせるための製剤工夫ではない。カプセル剤や小児用細粒についても製剤工夫は特に
施されていない。
3日間の服用で7日間作用が持続するのはアジスロマイシン自体の特徴である。
なお、錠剤の効能効果適応は成人のみである。小児に対し錠剤を粉砕して使用した場合の
保険適用等についてはメーカーから回答が得られなかった。

参考文献：ジスロマック錠250mg　インタビューフォーム
 （ファイザー製品情報センターより回答）
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鹿児島厚生連病院　赤星　真広

Q：レンビマカプセル内服中の患者が手術予定となった。レンバチニブメシ
ル酸塩は、血管新生阻害作用があり、創傷治癒遅延が報告されている。
手術前の休薬期間はどのくらい必要か？  
 （外科医師）

A：適正にご使用いただくためのガイドブックに国際共同第Ⅲ相試験（304試験、SELECT）
に関して、「外科的処置を必要とする場合には、本剤の半減期の5倍に相当する7日間を目
安に休薬した後に、処置を行っていただくよう依頼していました。また、軽度の処置の場
合でも処置の前後各2日間は休薬するよう依頼していました。」と記載がある。インタ
ビューフォームによるとレンビマカプセルの最終相の消失半減期の平均値は19.1～46.5時
間であるため、手術前少なくとも7日間を目安に休薬する。

参考文献：
レンビマカプセル4mg・10mg：適正にご使用いただくためのガイドブック
レンビマカプセル　インタビューフォーム
レンビマ適正使用ガイド

鹿児島厚生連病院　堀内　智裕

Q：グーフィス錠は、簡易懸濁法にて投与することは可能か？  
 （病棟看護師）

A：55 ℃のお湯に浸し5分以上放置することで崩壊するため、通常の簡易懸濁法が適用できる。
8 Fr 以上のチューブで経管投与可能である。

 （持田製薬株式会社　くすり相談窓口より回答）
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鹿児島厚生連病院　鶴永　大貴

Q：レンビマカプセルは、適応追加から1年経っていないが、2週間以上の
処方が可能か？  
 （内科医師）

A：新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原則、1回14日分を限度と
して投与することとされている。新薬承認ではなく適応追加の場合は、1年以上経過して
いなくとも必要量の処方が可能である。

参考文献：新医薬品の処方日数制限の取扱いについて（平成22年10月27日中医協了承）
 （エーザイ株式会社より回答）

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：マヴィレット配合錠（C 型慢性肝炎治療薬の経口抗ウイルス剤）は、最
短8週間でウイルスが陰性化するとなっているが、8週間で陰性化しな
かった場合どうしたらよいか？  
 （医師）

A：添付文書では、C 型肝炎ウイルス（HCV）セログループ1・2（ジェノタイプ1・2）の C 型
慢性肝炎の場合の投与期間は、8週間であるが、C 型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて
投与期間は、12週間とすることができるとされてる。適応に問題なければ12週間の投与が
可能である。

参考文献：マヴィレット配合錠：添付文書、適正使用ガイド
 （アッヴィ合同会社より回答）
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内服薬の適正使用／内服薬の安定性

霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：無菌性髄膜炎の患者に対して解熱・鎮痛目的でのロキソニンの使用は可
能か。  
 （医師）

A：無菌性髄膜炎の発症頻度が高い薬剤として NSAIDs がある。イブプロフェンやスリンダク
による報告例が多い。ロキソプロフェンに関しても、無菌性髄膜炎の事例が報告されてい
る。症状悪化の可能性もあるため、アセトアミノフェン等の使用を検討する。

参考文献：
厚労省の重篤副作用疾患マニュアル「無菌性髄膜炎」
http://www.pmda.go.jp/files/000143508.pdf

2. 内服薬の安定性

鹿児島生協病院　古川　裕策

Q：トリクロリールシロップを炭酸飲料水と混合して服用してよいか。  
 （看護師）

A：安定性のデータ無し。
トリクロリールの苦味は、ジュースなどでは軽減しにくいため、服用後に好きな飲み物を
飲ませたほうがよい。また、グレープフルーツジュースと混合すると黒くなるという報告
もある。

 （アルフレッサファーマ株式会社より回答）　
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3. 内服薬の体内動態

霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：緊急の経皮的冠動脈形成術を行う際にバイアスピリン錠をかみ砕いて服
用させているが、その際の効果発現時間はどのくらいか。  
 （医師）

A：錠剤をそのまま服用すると4時間程度（Tmax と同時間）で効果が発現するが、かみ砕く、
または、すりつぶして服用した場合は、15分程度で効果が発現する。

参考文献：添付文書、医薬品インタビューフォーム
 （バイエル製薬 DI より回答）

4. 注射薬の用法・用量

鹿児島生協病院　大平落　千華

Q：がん化学療法による好中球減少においてグランシリンジ50µg/m2皮下注
で効果不十分な場合、100µg/m2の用量で皮下注が可能か？（75µg を2
日間皮下注で効果不十分例）  
 （医師）

A：添付文書上は、「がん化学療法による好中球減少において50µg/m2を皮下注または100µg/
m2を静脈内注射」となっており、これらは同等の効果となる。この投与量で効果が乏しい
場合は、添付文書に「年齢・症状により適宜増減する。」と記載されているため、2倍量ま
で増量できる。

（臨床薬理試験）
健常人を対象に本剤100、200及び400µg/m2の単独反復皮下投与を実施した。400µg/m2投
与量群の10例中9例に骨痛に関連した軽度から中等度の副作用が出現し、1例に歯肉炎を発
症した。このため、400µg/m2投与量群は有効性評価の対象から除外し、有効性について
は100µg/m2投与量群と200µg/m2投与量群の比較を行った。CD34+ 細胞数及び CFU-GM 
数の増加率は、5～6日目に最高値を示し、7日目以降低下した。また、200µg/m2投与量群
では、100µg/m2投与量群と比較して、増加率が高かった。以上の結果から、高用量の方
が末梢血への造血幹細胞動員効果は高いと推察される。

参考文献：インタビューフォーム
 （協和発酵キリン株式会社より回答）
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霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：血栓症の癌患者に対する、ヘパリンの皮下注は具体的にどのように行え
ばよいか。  
 （医師）

A： 当院採用ヘパリンナトリウム注射液（5千単位 /5mL）には、適応症として「血栓塞栓症（静
脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈血栓塞栓症、手術中・術後の血栓
塞栓症等）の治療及び予防」がある。ただし、「内臓腫瘍」は出血する可能性のある患者
として原則禁忌となっている。
注射の用法は、1回5,000単位を4時間毎に皮下注射又は筋肉内注射する。当院採用規格では
1回5mL となる。
なお、筋肉内注射にあたっては、組織・神経等への影響を避けるため、下記の点に配慮す
る。

（1）神経走行部位を避けるよう注意する。
（2）繰り返し注射する場合には、注射部位をかえ、たとえば左右交互に注射するなど行う。
なお、乳・幼・小児には連用しないことが望ましい。

（3）注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き、
部位をかえて注射する。

他の規格の薬剤として、「ヘパリンカルシウム注射液5千単位 /0.2mL シリンジ」があり、
血栓塞栓症（静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈血栓塞栓症、手術中・
術後の血栓塞栓症等）の治療及び予防の適応がある。ヘパリンナトリウム注射液（5千単
位 /5mL）と同様に「内臓腫瘍」は出血する可能性のある患者として原則禁忌となってい
る。

参考文献：添付文書、医薬品インタビューフォーム

霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：体重40kg の患者に対するイントラリポス20% 100mL の投与速度は、ど
うすればよいか。  
 （医師）

A：イントラリポス20% 100mL は、添付文書に記載されている投与速度では早過ぎて、脂肪
を利用できない。静脈経腸栄養ガイドライン第3版において、「脂肪乳剤は0.1g/kg/ 時以下
の速度で投与する。」とされ、推奨速度は［体重（㎏）÷2］mL/hr　以下である。体重が
40kg の場合、投与速度は20mL/hr となるため、投与時間は5時間必要となる。

参考文献：添付文書、医薬品インタビューフォーム、静脈経腸栄養ガイドライン第3版
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5. 注射薬の副作用

鹿屋医療センター　大久保　晃樹

Q：入院患者が「ヘビやネズミが見える」などの幻覚症状を呈した。薬剤の
副作用による幻覚症状を疑う場合、セレネース注5mg 及びアキネトン
注5mg が被疑薬となる可能性はあるか？  
 （院内看護師）

A：セレネース注5mg 及びアキネトン注5mg のインタビューフォームにはそれぞれ【幻覚：
頻度不明】と記載されているが、市販後の副作用情報の集積は行われていない。
セレネース注は大脳辺縁系に作用し、その副作用として現れる幻覚は「けむり様のものが
見える」ことが多く、はっきりとしたものが見える幻覚は生じにくいとされている。
はっきりとしたものが見える幻覚は、レビー小体型認知症に代表される後頭葉視覚野が障
害された場合に見られる症状である。
一方、アキネトン注5mg は前頭葉に作用し、幻覚の副作用を起こす可能性は否定できない。

参考文献：医薬品インタビューフォーム
 （大日本住友製薬　くすり情報センターより回答）

鹿児島大学病院　柴田　由香里

Q：ジアグノグリーンでアレルギーが出た場合、全てのヨード造影剤は禁忌
になるのか。  
 （消化器外科医師）

A：インドシアニングリーンと他のヨード造影剤の交差反応性に関するデータは無い。
造影剤の副作用歴がある場合、非イオン性造影剤による副作用発現率が5～6倍高くなると
いう報告がある。一方、造影剤によるアレルギーの原因物質はヨードあるいはヨウ化物で
はないとする報告もある。
造影剤で副作用が見られた患者に対して造影剤を一律禁忌とすると、造影剤検査を行えな
いことが患者の不利益となる場合があるため、前投薬を使用したり、他の造影剤に切り替
えて慎重に投与される場合が多い。

参考文献：
臨床画像 Vol23、No1、2007　 造影剤の適正使用推進ガイド FAQ　造影剤添付文書の「禁
忌」について考える
映像情報メディカル2013年8月 Vol45、No9　造影剤の安全性についてのガイドラインの現
状と最近の知見
 （第一三共株式会社より回答）
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鹿児島大学病院　柴田　由香里

Q：タンデトロン注射用20  1管を生食500mL に溶解して2時間かけて投与
しているが、静脈炎が頻発し、差し替えを繰り返している状況。主治医
不在のため副主治医に中心静脈カテーテル（central venous catheter：
CVC）での投与を相談しているが、すぐに対応できない。溶解方法等
で対応できることはないか。  
 （耳鼻咽喉科・頭頚部外科看護師）

A：タンデトロンは静脈炎の発現率が高いが、原因はよく分かっておらず、対処方法も確立し
ていない。文献として以下の報告がある。
1. 下肢慢性動脈閉塞症に PGE1 60µg と7%Sodium bicarbonate 20mL を KN3B 200mL に
溶解（pH8.1）し、2時間かけて点滴静注した群と、PGE1 60µg を KN3B 200mL に溶解

（pH5.5）し、2時間かけて点滴した群（各々1日2回投与）を比較した時、7%Sodium bicar-
bonate 20mL を使用した群のほうが有意に静脈炎発生頻度が低かった（10% vs 60%）。
PGE1の効果に差はなかった。
2. マイクロサージャリーによる軟部組織遊離移植時に、1日2回 PGE1を40µg ずつ8時間か
けて投与する際、同時に強力ネオミノファーゲンシー20mL を1日2回静脈内投与した群と
投与しなかった群に分けて、血管痛減少効果を比較。強ミノ投与群で血管痛の訴えは減少
し、同一抹消静脈からの連続投与の延長が可能であった。
3. 低血圧麻酔症例 ASA 分類Ⅰ度ないしⅡ度の50例を対象とし、PGE1 1000µg を50mL に
希釈したものにノイロトロピン特号を加えた群と加えていない群で静脈炎発生率を比較。
ノイロトロピン特号を加えた群は優位に血管炎出現率は低かった（12％ vs 44%）。血管炎
の強さはノイロトロピン特号を加えた群で有意に低かった。
4. PGE1 40µg か60µg とソリタ T3号200mL か生食100mL に混注して1日2回点滴静注。点
滴速度をはじめはソリタ T3号は90分、生食は40分として副作用を観察、その後各々45分、
20分に速度を増やして副作用を観察した。一般に PGE1の点滴では点滴速度が速いほうが
注射部位の副作用発生が多いと考えられているが、本検討では投与速度を早くすると注射
部位の副作用は減少した。

参考文献：
1. 平瀬雄一：Prostaglandin E1静注時の血管痛に対する強力ネオミノファーゲンシーの効
果について，現代医療，24（増Ⅱ），1627–1629（1992）
2. 吉田祐文：アルプロスタジルアルファデクスの点滴速度と静脈炎の発生に関する検討，
新薬と臨床，51(11)，1036–1038（2002）
3. 山口敏明ほか：プロスタグランジン E1の投与による血管炎に対するノイロトロピンの
抑制効果，現代医療，24（増Ⅲ），2808–2811（1992）
4. 下肢慢性動脈閉塞症に対する Prostaglandin
 （高田製薬より回答）
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6. 注射薬の適正使用

鹿屋医療センター　大久保　晃樹

Q：術後鎮痛目的で硬膜外麻酔としてアナペイン注を使用中の患者に、ソセ
ゴン注は併用可能か。  
 （病棟看護師）

A：それぞれの添付文書によると禁忌や併用注意には該当しない。
また、実臨床でも使用しているケースはあり、特に問題ない。
ただし、添付文書ではソセゴン注を麻酔補助目的に用いる場合「筋肉内、皮下又は静脈内
に注射する」となっているが、静注を行うと副作用が生じやすくなり、特に呼吸抑制が問
題となるため、鎮痛の目的に用いる場合と同様、麻酔補助目的でも筋注又は皮下注を勧め
る。

参考文献：
ソセゴン注射液15mg　添付文書
アナペイン注2mg/mL　添付文書
 （丸石製薬　学術情報グループより回答）

霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：オプジーボ投与中の患者さんにインフルエンザワクチン等は接種しても
よいか。  
 （医師）

A：インフルエンザの予防接種は可能である。
オプジーボの治療中にワクチン接種を行うと、ワクチン接種後の副反応（アナフィラキ
シー、発熱、注射部位の発赤、びらんなど）が悪化するおそれがある。そのため、少なく
ともワクチン接種後30分間はアナフィラキシー反応の有無について十分に注意し、帰宅後
に副反応と思われる症状があれば、医師とすぐに連絡を取れるようにしておく。

参考文献：添付文書、医薬品インタビューフォーム
 （ブリストル・マイヤーズ・スクイブ株式会社 DI より回答）
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霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：オプジーボによる自己免疫疾患関連副作用（irAE）である重症筋無力症
または筋炎疑いの患者がいた。抗核抗体、抗 AchR 抗体は検出されな
かった。現在プレドニンの内服により経過は良好である。オプジーボの
効果が良好であったため、再投与を行う場合は、どのようにすればよい
か。  
 （医師）

A：①オプジーボによる重症筋無力症発症時の再投与に関しては規定されていない。死亡事例
もあり、再投与は推奨されない。
②オプジーボによる神経関連有害事象に関しては、再投与を含むアルゴリズムが「オプ
ジーボ　適正使用ガイド」に記載されている。
③発現した副作用を「重症筋無力症」と診断するか「神経関連有害事象」と診断するかで、
再投与の可否が変わってくる。
④キイトルーダの適正使用ガイドによると筋炎や重症筋無力症に関して、筋炎または末梢
性運動ニューロパチーの Grade（CTCAE v4.0）Grade4（生命を脅かす ; 緊急処置を要する）
では中止、それ以下であれば休薬（再投与可能）となる。

参考文献：
添付文書、医薬品インタビューフォーム、適正使用ガイド
オプジーボ　（https://www.opdivo.jp/contents/materials/open/5/guide.pdf）
キイトルーダ

（https://www.msdconnect.jp/static/mcijapan/images/properuse_guide_keytruda.pdf）
 （ブリストル・マイヤーズ・スクイブ株式会社 DI より回答）
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注射薬の安定性／外用薬の適正使用

7. 注射薬の安定性

鹿児島厚生連病院　中松　穂菜美

Q：イノバン注0.3% シリンジの外装開封後の安定性を教えて欲しい。  
 （病棟看護師）

A：インタビューフォームによると、ブリスター包装から取り出した状態で、25℃、60%RH、
白色蛍光灯下（約1000Lux）の条件下7日間放置した場合、外観、pH、含量に大きな変化
はない。
ブリスター内には、酸化変質を防ぐ目的で脱酸素剤が入っているため、一度ブリスターを
開封した製品を使用する場合は、開封して7日以内であれば、着色や結晶析出などの変化
がないことを確認した上で使用する。

参考文献：イノバン注0.3% シリンジ　インタビュフォーム

8. 外用薬の適正使用

霧島市立医師会医療センター　岸本　真

Q：刺青部分にシップを貼っても大丈夫か。  
 （医師）

A：一般的に、刺青部分は傷がある状態と考えられ、トラブルの原因となる可能性があるため、
避けた方が良い。

参考文献：添付文書、医薬品インタビューフォーム
 （久光製薬 DI より回答）
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外用薬の適正使用

医療法人碩済会吉田温泉病院　西川　弘剛

Q：添付文書上、気管支喘息発作発現時の頓用吸入の用法用量には、1吸入
行い、数分経過しても発作が持続する場合、さらに1吸入となっている
が、この数分とは具体的な目安があるか教えてほしい。  
 （薬剤師）

A：早い人で吸入してから1分後までに効果がでる。通常、3分後までに効果がでなければ次の
吸入を行う。

参考文献：
アステラス製薬ホームページ
シムビコートタービュヘイラーの製品 Q&A
Jonkers, R.E.etal. Respiratoryresearch. 2006; 7: 141
 松本智成ら．アレルギー・免疫．2011; 18(12): 832–1839
 （アストラゼネカより回答）
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小児の薬物療法

9. 小児の薬物療法

鹿児島大学病院　重久　友紀

Q：ユービット錠を6歳の小児に使用する場合の用量について教えてほしい。
 （消化器内科医師）

A：古い文献では11歳以下は75mg、12歳以上は100mg とする指針もある。しかし、尿素は体
内において生成される成分であり、小児において減量の必要はないと考える。
以前販売されていたユービット顆粒は、用時溶解して服用することから、口腔内に残存し
た尿素（13C）を排除するため、服用直後に口腔内を水で2～3回洗浄する必要があった。
一方、現在販売されているユービット錠は、フィルムコーティングにより服用直後の口腔
内洗浄を省略し、試験を簡便化する目的で開発された製剤となっているため、粉砕や分割
は不可である。また以下のガイドラインの記載も踏まえると、1錠での内服が推奨される。

〈小児期ヘリコバクター・ピロリ感染症の診療と管理ガイドライン2017（改訂2版）より〉
小児患者に対して実施する場合には、フィルムコーティングされた尿素錠剤をかまずに速
やかに内服することができ、呼気の採取が可能である（紙風船を膨らませれば概ね問題な
い）ことが前提となる。やむを得ず錠剤が服用できない小児に尿素錠剤を粉砕して投与す
る場合には、ウレアーゼ活性を有する口腔内細菌による偽陽性を防止するため、服用後に
口腔内のうがいを行う。また、年長児であってもフィルムコーティングされた尿素錠剤を
噛んだり、なめずに嚥下するよう被検者に説明し、速やかな内服が難しい症例では尿素内
服直後に口腔内のうがいを考慮する。

参考文献：
1. ユービット錠インタビューフォーム
2. 小児期ヘリコバクター・ピロリ感染症の診療と管理ガイドライン2017（改訂2版）
 （大塚製薬より回答）
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妊婦・授乳婦の薬物治療／薬物相互作用

10. 妊婦・授乳婦の薬物治療

鹿児島生協病院　佐藤　茜

Q：ワーファリンを内服中のこどもに母乳を与える母親はクロレラを飲んで
も問題ないか。  
 （患者の母）

A：ビタミン K が母乳移行するとの報告があるので、授乳中はクロレラを控えるか、ミルクに
するのが望ましい。

 （エーザイ株式会社より回答）

11. 薬物相互作用

鹿児島大学病院　重久　友紀

Q：イムラン錠投与中の患者に生ワクチン（MR ワクチン）の投与を検討し
ている。イムラン錠はどれくらいの期間休薬したらよいか。  
 （消化器内科医師）

A：イムラン投与中の生ワクチン接種は禁忌になっている。推奨される休薬期間等に関する
データはないため、活性代謝物の半減期（3～13日）を参考に検討する。イムラン以外の
免疫抑制剤についても生ワクチン接種前の休薬期間に関するデータ等はない。なお、日本
神経学会　デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドラインには「ステロイド高用量を
内服している患者に生ワクチンを接種する場合、どれくらいステロイドの休薬期間をおく
べきかについては、ACIP の1993年のレポートでは3ヵ月間、2011年のレポートでは1ヵ月
間との記載があり、英国リウマチ学会のワクチンガイドラインでは3ヵ月間と記載されて
いる。したがって、1～3ヵ月間の休薬があれば生ワクチンの投与可能と考える。」と記載
されている。

参考文献：日本神経学会：デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドライン2014
 （アスペンジャパンより回答）
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薬物相互作用

鹿児島大学病院　畑　こず恵

Q：ヴォトリエント錠の添付文書に「プロトンポンプ阻害剤が胃内の酸分泌
を抑制することで、本剤の溶解度が低下し吸収が低下する可能性があ
る。」と記載されている。併用注意となっていない H₂ブロッカーや他の
制酸剤の内服タイミングで注意すべき点はあるか。  
 （呼吸器内科医師）

A：欧州の添付文書に以下のように記載されている。
〈他剤との相互作用およびその他の相互作用〉
パゾパニブとエソメプラゾールとの併用により、パゾパニブのバイオアベイラビリティ

（AUC、Cmax）はおよそ40% 低下したので、パゾパニブと胃内 pH を上昇させる薬剤との
併用は避けるべきである。
プロトンポンプ阻害剤（PPI）との併用が医療上必要な場合は、パゾパニブは1日1回夕方
の空腹時に PPI とともに服用することが推奨される。
H₂受容体拮抗薬との併用が医療上必要な場合は、空腹時に H₂受容体拮抗薬の服用の2時間
以上前か10時間以上後に服用することが推奨される。
その他の短時間作用型の制酸剤と併用する場合は、制酸剤服用の1時間以上前か2時間以上
後に服用するべきである。なお、PPI と H₂受容体拮抗薬との併用方法については、生理的
な検討に基づき推奨するものである。

参考文献：
Votrient : EPAR - Product Informatio, European Medicines Agency (EMA) website
 （ノバルティスファーマより回答）
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薬物相互作用

鹿児島大学病院　畑　こず恵

Q：スポーツ飲料を好んでいる患児がいる。メトレート錠は水以外で服用可
能か。  
 （小児科医師）

A：メトレート錠について水以外での服用に関するデータはない。
リウマトレックスカプセルについては以下のデータがある。
・乳製品により有意に吸収低下、柑橘類で低下傾向
・オレンジジュースや経管栄養剤は尿をアルカリ化、ヨーグルトやコカ・コーラは尿を酸
性化させる。尿が酸性化するとメトトレキサートの排泄遅延がおこるので避けた方が良い。
なお、ポカリスエットについては健康な人であれば摂取により尿は弱酸性となる。

参考文献：
1. de Vries EG et al. :Influence of various beverages on urine acid output,  Cancer Res., 
46(1), 430-2(1986)
2. Pinkerton CR et al. :Can food influence the absorption of methotrexate in children with 
acute lymphoblastic leukaemia?,  Lancet, 2(8201), 944-6
 （あすか、ファイザー、大塚製薬より回答）

鹿児島生協病院　佐藤　茜

Q：ヤクルトクロレラという商品を見たことがあるが、ワーファリンを内服
中のこどもにヤクルトを飲ませても良いか。  
 （患者の母）

A：以前はクロレラを利用した製法の製品もあったが、現在販売中の商品にクロレラを含む商
品はない。また、ヤクルトにはビタミン K も含まれていないため、飲んでも問題ない。

参考文献：
ヤクルト本社ホームページより

〔お客様相談センター＞その他の内容から検索〕
原材料・成分＞ Q. ヤクルトにはクロレラが入っていますか？
飲用方法＞ワーファリンを服用しているのですが、ビタミン K は含まれていますか？
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その他

12. その他

医療法人碩済会吉田温泉病院　西川　弘剛

Q：大塚糖液10 % 500 mL（ソフトバッグ）の実際の液量を教えてほしい。
 （看護師）

A：大塚糖液10％500mL（ソフトバッグ）の充填量の平均値は524mL であり、日本薬局方　一
般試験法　注射剤　採取容量試験法の「表示量よりやや過剰に採取できる量が容器に充填
されていること」 との記載に従い表示量より多く充填されている。

《参考》
100mL プラスチックボトル　平均値　106mL
250mL プラスチックボトル　平均値　258mL
250mL ソフトバッグ　平均値　264mL
1000mL ソフトバッグ　平均値　1033mL

参考文献：
第十七改正日本薬局方　一般試験法　注射剤　採取容量試験法
http://jpdb.nihs.go.jp/jp17/jp17-2.pdf
大塚製薬工場株式会社ホームページ　よくある質問と回答
 （大塚製薬工場より回答）

鹿児島厚生連病院　佐多　照正

Q：オキシコンチン TR 錠を調剤済麻薬として廃棄処分したい。改変防止製
剤のため、容易に砕けない、水を含むとゲル化するので、溶解は困難で
ある。廃棄処分は、どのようにしたらよいか？  
 （麻薬管理者）

A：①錠剤を焼却する。
②強いガムテープ等で錠剤を包み、錠剤が見えない状態にして、通常の医薬品と同様に廃
棄する。

参考文献：
1．鹿児島県くらし保健福祉部薬務課麻薬係へ確認
2．「麻薬及び向精神薬講習会」資料
3．麻薬全般の取扱い：鹿児島県くらし保健福祉部薬務課のホームページ「麻薬等の取扱い」
http://www.pref.kagoshima.jp/kenkofukushi/yakujieisei/mayaku/mayakutoriatukai/in-
dex.html
を参照するとよい。
 （鹿児島県くらし保健福祉部薬務課麻薬係より回答）
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その他

鹿児島厚生連病院　堀ノ内　志織

Q：アミノレバン EN 配合散がフレーバー配合となり、2種類のフレーバー
配合製品から選択できるようになった。どうしても飲みにくいという患
者がいるが、飲みやすくするための工夫はないか？  
 （病棟看護師）

A：好みでジュースを混ぜたりできるが、クエン酸を多く含有するもの（果物100% ジュース、
生ジュース等）は、製品のタンパク質と反応してゲル化し、飲みにくくなるため避ける。
甘くて飲みにくいという場合は、コーヒーフレーバーのアミノレバン EN 配合散にインス
タントコーヒーを混ぜるなどの工夫事例がある。

 （大塚製薬株式会社　医薬情報センターより回答）

鹿児島生協病院　佐藤　茜

Q：リュープリン注の使用をやめてから、次の月経はどれくらい後に始まる
ことが予想されるか。〔37歳女性　巨大多発性子宮筋腫でリュープリン
注1.88mg 使用　整形外科治療の為、リュープリン投与が延期中の患者〕

 （看護師）

A：子宮内膜症の患者にリュープリン注射用3.75mg を4週間に1回、24週使用した場合、最終
投与から平均で82日（±16.2日）で排卵が起こる。個人差はあるが、月経はおよそ排卵か
ら14日前後で始まるため、リュープリン中止後およそ2～3ヶ月ほどで月経が始まることが
予測される。

参考文献：
武田薬品工業株式会社ホームページ
リュープリン注射用1.88mg・3.75mg・キット1.88mg・キット3.75mg くすりの相談 FAQ
 （武田薬品工業株式会社より回答）


